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豊田市社会福祉協議会
ボランティアセンターについて
紹介します！
ボランティアセンターとは？
ボランティアセンターの役割は、
①ボランティアをしてほしい人や施設・団体と、
ボランティアをつなぐコーディネートをする
②ボランティア活動の啓発活動や情報の提供をする
③必要とされるボランティアを養成する
④ボランティアを行っている人同士の情報交換の場を提供する
等があります。

つなぐ
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ボランティアセンター

依頼・情報発信

＊今月の花＊
藤
（歓迎、陶酔、至福のとき）

ボランティアセンターでは何しているの？
ボランティアセンターでは、
①ボランティア相談
②ボランティア個人・グループの登録
③ボランティア保険の加入手続きの代行
④登録ボランティアグループへの活動費等の助成
⑤情報紙「ぼらんてぃあだより」の発行

ボランティア
大歓迎！

ぼらんて君
ぼらんて君とは？
豊田市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンターイメージキ
ャラクターです。
ボランティアの思いやりの
心を差し伸べる「手」、受け
取る「手」をイメージしてい
ます。

↑⑦とよたぼらんてぃあ広場

⑥メールによるボランティア情報の発信（ボラメ情報）
⑦ホームページ「とよたぼらんてぃあ広場」へ情報掲載
→（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）
⑧ホームページ「とよた市民活動情報サイト」へ情報掲載
→（http://toyota-shiminkatsudo.net/）

⑧とよた市民活動
情報サイト ↓

⑨災害ボランティアコーディネーターの養成
⑩災害ボランティア支援センター立ち上げ訓練
⑪ボランティア情報交換会の開催
⑫ボランティア体験隊の開催
⑬収集・整理・寄贈事業の実施（使用済み切手・ベルマーク等）
等をしています。
◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載）
（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ①

ぼらんてぃあだより４月号

ボランティア活動保険の更新の手続きはお済みですか？
平成 25 年度のボランティア活動保険は、平成 26 年３月 31 日で補償期間が終了します。
豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、皆様が安心してボランティア活動をしていただく
ために、ボランティア活動保険の加入をお勧めしています。ボランティア活動保険とは、ボランティア
活動におけるさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償するものです。
保険内容や保険加入手続き方法等の詳細については、本会ボランティアセンターまでお問合せく
ださい。
なお、ボランティア活動保険加入には、ボランティア登録が必要です。ボランティア登録用紙は、「と
よたぼらんてぃあ広場」（http://toyota-shakyo.jp/volunteer/）にて閲覧・ダウンロードができます。
◎問合せ・申込み

豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載）

ボランティア情報交換会について！
◎問合せ ○○ 電話：○○
ボランティアの方々への情報提供等と情報交換会を開催します。
ボランティアをしている方、ボランティアに関心のある方はどなたでも
予約なしで参加できます。お気軽にお越しください！
■と

き

４月 25 日（金） 午前９時 30 分～11 時 45 分

平成 25 年度偶数月に開催し
てきた「ボランティア連絡会議＆
情報交換会」を、平成 26 年度は
「ボランティア情報交換会」に名
称を変更し、同じく偶数月に開催
します！
なお、会議室ではなく、交流コ
ーナーで開催しますので、お間違
えなくお越しください☆

■と こ ろ

豊田市福祉センター ３階 交流コーナー （錦町 1-1-1）

■内

豊田市社会福祉協議会・豊田市ボランティア連絡協議会からのお知らせ
ボランティア情報交換会

容

■参加費

無料

◎問合せ

豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載）

「要約筆記サークル ダンボ」が奇特篤行者として表彰されました！
多年にわたり、地域福祉の発展に貢献された功績で、豊田市
制 63 周年記念式典の奇特篤行者の区分において「要約筆記サ
ークル ダンボ」が豊田市長表彰を受賞されました。受賞おめで
とうございます！
「要約筆記サークル ダンボ」は、要約筆記の啓発、中途失聴
者・難聴者の社会参加促進活動および障がい者福祉の増進に
寄与してきました。
平成 10 年４月１日にグループを発足し、現在 40 代～70 代の
会員 10 名で主に豊田市福祉センター・とよた市民活動センターにて活動をしています。
要約筆記技術の習得と向上、耳マークの啓発、福祉関係の行事において要約筆記通訳として参
加、市民に対して要約筆記体験の機会を提供するなどといった活動を主にしています。
② （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

ぼらんてぃあだより４月号

わくわくステージ＆笑ＨＡＨＡひろば 出演者募集中！
平成 26 年度の豊田市福祉センター１階ロビーおよび３階交流コーナーにて開催される「わくわくス
テージ」「笑ＨＡＨＡひろば」に出演してくださるボランティアグループおよび個人の方を、引き続き募集
しています。皆さんで一緒に豊田市福祉センターを盛り上げませんか？！
自分たちの活動を披露したい方、活動の幅を広げたい方は、豊田市社会福祉協議会（社協）ボラ
ンティアセンターまでご連絡ください。
※「わくわくステージ」「笑ＨＡＨＡひろば」に出演希望のボランティアグループおよび個人の方は、
社協ボランティアセンターへの登録が必要となります。

☆わくわくステージ☆
■と

き

★笑ＨＡＨＡひろば★

第１木曜日
正午～午前０時 30 分

■と

■と こ ろ

豊田市福祉センター
１階ロビー

■と こ ろ

豊田市福祉センター
３階交流コーナー

■内

楽器演奏、歌、踊り、
手品等の披露など

■内

子どもと保護者が楽しめる企画
（紙芝居、人形劇、工作など）

容

◎問合せ

き

容

第３火曜日
午前 10 時～午前 11 時

豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（４ページに記載）

【問題】
目の不自由な人が道や施設の中などを安全
に歩けるように、障害物を避けたりして助
けてくれる犬を何というでしょう？
★ヒント★

けん

「も○○○犬」

☆クイズの正解は
「ぼらんてぃあだより６月号」にて発表します。

クイズの正解者の中から抽選で３名の方に
「500 円分の図書カード」
をプレゼントします。
官製はがきの表面に下記の問合せ先の宛名、
裏面に【①クイズの答え②氏名③住所④電話番
号⑤年齢⑥職業⑦ぼらんてぃあだよりの入手方
法⑧ぼらんてぃあだよりへのご意見・ご感想な
ど】を記入し、ご応募ください。
４月末日締切り（当日消印有効）

【２月号の正解】①パ
リ （巴 里）
②シ カ ゴ （市俄古）
③ケープタウン （角 布）
※２月号の応募総数は 24 通中、正解 23 通でした。ご応募ありがとうございました。
当選者につきましては、個人情報保護のため、発送をもって発表にかえさせていただきます。
（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター ③

ぼらんてぃあだより４月号

豊田市福祉センター３階交流コーナー等カレンダー（４月）
下記の予定は、どなたでも予約なしで参加できます。お気軽にお越しください。
「わくわくステージ」は１階ロビー、それ以外は３階交流コーナーにて開催します。（◆は社協主催）
日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

切り絵サークル

◆使用済み切

（10:00～12:00）

手等整理作業
（10:00～12:00）
◆わくわくｽﾃｰｼﾞ
（12:00～12:30）

６

７

８

９

10

11

12

休み

休み

13

14

15

16

17

18

19

休み

休み

◆笑 HAHA ひろば

「有言実行本

聴こえない方と

（10:00～11:00）

舗」哲学カフェ

交流

切り絵サークル

（10:00～12:00）

（10:00～12:00）

23

24

25

26

（10:00～12:00）
20

21

休み

休み

22

27

28

29

休み

休み

休み

◆ぼらんてぃあ

◆ ボ ランテ ィア

だより発送作業

情報交換会

（10:00～12:00）

（9:30～11:45）

◆わくわくステージ・・・４月３日（木）
Ｑちゃんのおしゃべりギター（ﾌｫｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟかすみ草）
「エンジェル」印
刷・製本
◆笑ＨＡＨＡひろば・・・４月 15 日（火）
紙芝居・絵本の読み聞かせなど（わくわくｾﾌﾞﾝ）
（9:00～12:00）
30

◆ボランティア情報交換会・・・４月 25 日（金）
◆使用済み切手等整理作業

・・・使用済み切手等整理するボランティア作業です。

◆ぼらんてぃあだより発送作業 ・・・ぼらんてぃあだよりを折って封筒に入れるボランティア作業です。

□■

ぼらんてぃあだよりに関するお問合せ

■□

社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター（豊田市福祉センター１階）
〒471-0877 豊田市錦町１丁目１番地１ ※日・月曜日、祝日
電

話 (0565)31-1294 FAX (0565)32-6011 メール vc@toyota-shakyo.jp

ホームページ http://toyota-shakyo.jp/volunteer/
「ぼらんてぃあだより」の発行には共同募金の配分金が使われています。
④ （社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

